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2 学期 9 月は、      

児童館利用についてのお知らせ

利用について　

（１）対象　　　　　乳幼児親子・園児親子・小学生・中学生・高校生

（２）利用日　　　　月曜日～土曜日（日曜日・祝日を除く）

（３）利用時間　　　午前９時３０分～午後６時

（４）  その他　　　　幼児タイム・園児タイム、館行事の実施については、

　　　　　　　　　  利用人数の制限をします。

利用方法について　

（１）「３密（密閉・密集・密接）」を防ぐため、館内が混み合った場合は、入館ができない場合があります。

　　　なお、館によって利用できる人数の上限は異なります。

　　　混雑状況のお問い合わせは、当日の午前９時３０分以降に利用する児童館へお問い合わせください。

（２）体調が悪い方の利用はご遠慮ください。　　　　　　　（３）検温、手指消毒、こまめな手洗いにご協力ください。

（４）マスク・靴下の着用をお願いします。（乳幼児除く）　　（５）水分補給用の飲み物以外の飲食は、ご遠慮ください。

その他　

・マイタオル・ハンカチ、水分補給用の飲み物を持参してください。（冷水機は、現在使用できません。）

・児童館の利用方法等が変更になった場合は、区のホームページ、台東区社会福祉事業団のホームページ（児童館）

　にお知らせを掲載します。

・児童館では、定期的な換気やクリーンタイムの実施など、感染予防対策に取組んでいます。

　児童館は、新型コロナウイルス感染症予防対策を行いながら運営しています。

 　引き続きご協力をお願いします。

中高生タイムについて 

（１）実施館　　池之端児童館・今戸児童館

（２）対象　　　中学生・高校生

（３）利用日　　月曜日～金曜日（土曜日・日曜日・祝日を除く）

（４）利用時間　午後６時～午後７時　　　　　台東区教育委員会児童保育課放課後対策担当　　　　　  電話　０３（５２４６）１２３５
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雨天の場合は児童館内をきれいにするよ♪
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　パンダ（２・３歳） ：14( 水 )、うさぎ (1 歳 )：15( 木 )、いちご（0 歳）:16( 金 ) から開始します。          

幼児タイム

わくわく☆タイム
　毎月 1 回土曜日に園児親子対象の行事を実施しています。         

　工作や防災広場「初音の森 」での外遊びなど、親子で一緒に楽しめるプログラムを用意してます。    
　まだ参加したことのない方は、ぜひご参加ください。 　次回は、9 月です。お楽しみに！  

　   児童館は いつでも遊びに来られます。乳幼児親子さんだけの部屋 (談話室 )もあります。  

　   遊戯室でコンビカーやカタカタでの歩行の練習、ボール遊びもできますよ。 

　   小学生達の中には、赤ちゃん達のお世話をしたり、一緒に遊ぶのが大好きな子もたくさんいて、

　   異年齢の交流が生まれています。 涼しくにぎやかな児童館に来て、のんびり楽しく過ごしませんか？
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ギネス世界記録からの挑戦状！ 2022 夏
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【中高生世代のみなさんへ】

谷中児童館には「集会室」があります。

勉強したり漫画を読んだり、中高生が

専有して使用することが出来ます。

その他にも、友達同士でボードゲームや、

雑談をすることも出来ます！

ぜひ気軽に遊びに来てください！

　　図工室では・・・
のこぎり・トンカチなどを使って

自由に工作ができるよ！

道具をつかったことがない 1年生も

一緒に練習しながら使えるようになろう♪

※あいている日はいつでも練習ができます

図工室ではその他にプラスチック容器や、空き箱
布、リボンなどを使って工作することができます。
作った物を持ち帰るために袋 ( バッグ ) をもって
あそびにきてね。
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